
定期予防接種のお知らせ

◆ 小学生対象の個別予防接種
■二種混合（ジフテリア・破傷風）
【接種時期】［Ⅱ期］６年生で１回
接種場所
【宇都宮医院】☎ 22-0038 予約制
予約受付：月～金の 14 時～ 16 時
接種日時：月・火・木・金の
　　　　　14 時～ 16 時

【方城診療所】☎ 22-0242 予約制

予約受付：月～金の14時～16時 30分
接種日時：金曜日の
　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

【コスモス診療所】☎ 28-2082 予約制
予約受付：月～金の 10 時～ 17 時
接種日時：水・金の
　　　　　15 時 30 分～ 16 時 30 分

▶三種混合・二種混合・日本脳炎を接
種後、三種混合・二種混合・日本脳炎・

ポリオ・BCG・麻しん風しんを接種さ

れる場合は、一週間以上間隔をあけて

ください。（例）月曜日に接種した場

合は、翌週の月曜日から受けられます。

▶ポリオ・BCG・麻しん風しんを接種後、
三種混合・二種混合・日本脳炎・ポリオ・

BCG・麻しん風しんを接種される場合

は、４週間以上あけてください。

▶ただし、下記の予防接種を受ける場
合は、次の間隔で接種してください。

▷ポリオからポリオを受ける場合は、

６週間以上あけてください。

▷三種混合から三種混合を受ける場合

は、３～８週間の間に受けてください。

▷日本脳炎から日本脳炎を受ける場合

は、１～４週間の間に受けてください。
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５月17日水【１歳６か月児健診】
１歳６か月～１歳７か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付時間：13:00 ～ 14:00
５月24日水【３歳児健診】
３歳～３歳１か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付時間：13:00 ～ 14:00
５月25日木【もぐもぐ教室】（要予約）
４か月～10か月児を対象にした離乳食教室
会場：コスモス保健センター／受付時間：10:30 ～ 12:00
５月25日木【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：方城保健センター／受付時間：9:30 ～ 11:30
５月30日火【ポリオ（小児マヒ）予防接種】
３か月～18か月児を対象（90か月未満まで受けられます）
会場：方城保健センター／受付時間：13:20 ～ 14:20
５月31日水【乳幼児相談】
２か月児、身体計測・育児相談等希望者を対象
（２か月児は個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付時間：10:00 ～ 11:00
６月１日木【よちよち教室】
１歳児を対象（個人通知します）にした育児教室
会場：コスモス保健センター／受付時間：9:30 ～ 10:30
６月14日水【乳幼児相談】
２か月児、身体計測・育児相談等希望者を対象
（２か月児は個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付時間：10:00 ～ 11:00
６月14日水【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：コスモス保健センター／受付時間：9:30 ～ 11:30

コスモス保健センター　☎28-9500
金田保健センター　　　☎ 49-7080
方城保健センター　　　☎22-5101
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☞金田保健センター会場の総合健診の申込み受付中
　健診開催日：６月23日金～ 26日月
　５月12日金までにはがき（４月号掲載）でお申し込みくだ
　さい。電話での申し込み受付期間は６月１日木～16日金
☞５月10日水からコスモス健診センター６月受診希望者の受
　付が開始します。直接、コスモス健診センター☎ 28-5512
　まで電話でお申し込みください。
☞５月２９日月献血にご協力ください
　対象：16歳～ 69 歳の健康なかた（65歳～ 69 歳の場合は
　　　  60 歳～ 64歳の間に献血をしたことがある人）
　会場：赤池支所（旧赤池町役場）
　受付時間：10:00 ～ 11:30 ／ 12:30 ～ 16:00

保健の掲示板
５月16日から６月 15日まで

パノラマたがわ（田川市郡のイベント情報）

【田川市】風治八幡神社川渡り神幸祭
　　　　５月 20 日土・21 日日
　　        （彦山川河川敷特設ステージ）
【糸田町】糸田祇園山笠　５月 13 日土・14 日日
　　        （糸田町内全域）
　　　　  メーン会場：フェスティバルパーク
【赤　村】 DO YOU 農？･ザ･田植え   ６月３日土・４日日
　　        （自然学習村「源じいの森」宿泊）
　　　　  参加料：大人 5,900 円・小学生 4,700 円
　　　　　　　　  幼児 3,600 円
【大任町】第 16回  花としじみの里おおとうマラソン
　　　　  ５月 28 日日　受付 8:30　開会 9:30
　　        （レインボーホール）種目：2㎞・5㎞・10㎞
　　　　  参加料：一般２千円・高校生千円
　　　　　　　　  中学生以下無料
【添田町】 英彦山山開き　５月 28 日日
　　　　  10 時～（英彦山神宮奉弊殿）
　　　　  11 時～（英彦山山頂）
　　　　  前夜祭５月 27 日土 19 時～（英彦山野営場）

編集後記

▶好きな花は？と聞かれたなら、ためらわず桜と答える。
今年も咲いた。虎尾桜にも会えた。桜並木もくぐった。
やっぱり桜はいい。長く寒い冬を耐え、宿した生命力を
あざやかに表現する。しかもひとときだけ。ぱっと咲い
て散るあの潔さがいい。出会いと別れのこの季節に、一
つの区切りも始まりも、映画のワンシーンのように彩る
桜。今年も忘れられない桜の風景が胸に残った。（長野）
▶今年初めて上野に咲く虎尾桜を見ました。山の斜面
を登る途中、木々の間から見えてきた花びらのピンク
色の濃さと、間近に眺める木の大きさに驚きました。
これから初夏へと向かうこの季節、身近にある自然の
中で一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。（鉄谷）

Event

おさめて安心（５月の税納期限）

■ 軽自動車税　１期　５月 31 日水 が納期限です。
■ 固定資産税　１期　５月 31 日水 が納期限です。
　   ※  納期を過ぎますと100 円の督促手数料が加算されます。

Tax

ひとのうごき（福智町の人口）

■ 人口：26,342 人（前月比－ 36 人・前年比＋７人）
　 男性：12,499 人／女性：13,843 人
　（転入 110 人・転出 137 人・出生 19 人・死亡 29 人）
■ 世帯：10,868 世帯（前月比＋ 49 世帯）
　 ※平成 18 年３月末現在（住民基本台帳人口）

Population
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じて記載
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個別接種 年間を通
じて記載

してい

る医療機
関で実施

します。

個別接種
◆ 乳幼児対象の個別予防接種
1 ＢＣＧ
【接種時期】生後３～５か月の間に１回
2 三種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風）

【接種時期】［Ⅰ期］
初回：生後３～ 12 か月の間に３回
　　　（３～８週間隔）

追加：３回目終了後
　　　１年～１年半後に１回

3 麻しん風しん
【接種時期】平成 18 年４月１日以降、
麻しん風しん混合ワクチンの２回接種

第１期：生後 12 か月から 24 か月ま
　　　　での間に１回

第２期：５歳以上７歳未満で、小学校
　　　　就学前年度の４月１日～３月

　　　　31 日の間に１回

　ただし、上記の年齢に該当しても次

のかたは、麻しん風しん混合ワクチン

を接種できません。

▷麻しん・風しんの予防接種を片方

だけ接種しているかた

▷麻しん・風しんの予防接種を平成

18 年 3月 31 日までに両方接種してい

るかた

▷麻しん・風しんにかかったことのあ

るかた

123の接種場所
【方城診療所】☎ 22-0242 予約制
予約受付：月～金の14時～16時 30分
接種時間：13 時 30 分～ 14 時 30 分
接種日：ＢＣＧ＝金曜日
　　　　三種混合＝水曜日

　　　　麻しん・風しん＝月曜日

【コスモス診療所】☎ 28-2082 予約制
予約受付：月～金の 10 時～ 17 時
接種時間：13 時 30 分～ 14 時 30 分
接種日：ＢＣＧ＝月曜日
　　　　三種混合＝火曜・木曜日

　　　　麻しん・風しん＝水曜日

特定の日
程で行い

ます。

予約の必
要はあり

ません。

集団接種

◆ 乳幼児対象の集団予防接種
■ポリオ（小児マヒ）
【接種時期】生後３～18か月の間に２回
【接種時間】13 時 20 分～ 14 時 20 分
【接種日程】
５月 30 日火　６月 27 日火

７月 25 日火　８月 22 日火

９月 26 日火　10月 24 日火

11月 28 日火　12月 26 日火

１月 23 日火　２月 27 日火

３月 27 日火　

【接種場所】方城保健センター

▶母子健康手帳とお子様の住所が確認
できる保険証などを持って、保護者ま

たはお子様の健康状態をよく知ってい

る人が同伴してください。

▶体調のよい時に受けましょう。
▶予防接種を受ける前に、町から配布
される予防接種に関する資料やパンフ

レットを必ずお読みください。

▶現在、日本脳炎の予防接種は中止さ
れていますので、再開されましたらお

知らせします。

▶標準年齢を過ぎても、三種混合・ポ
リオ・日本脳炎は７歳５か月まで受け

ることができます。

▶予防接種の日程・会場などは変更が
生じる場合がありますので、受診され

る際は事前にお確かめください。

予防接種に関するご相談は
各保健センターまでご連絡ください。
問コスモス保健センター☎ 28-9500 ／金田保健センター☎ 49-7080 ／方城保健センター☎ 22-5101

保健師だより

福智町での定期予防接種には「集団接種」
と「個別接種」の２種類があります。
ご希望の日をお選びになって
接種をお受けください。

当日母子
手帳と住

所確認

できるも
のをお忘

れなく。

注意事項
一定の間

隔をあけ
て

接種を受
けてくだ

さい。

接種間隔


